
行政分野 
① 国（国家公務員） 

韓国では、行政分野がクオータ制を先行して進め、後に政治分野が続いている。その契機は、1989
年の国家公務員の男女区分別募集制の廃止と、1995 年の基本法制定後に続いた「女性公務員採用

目標制」の導入にあった。 
 
○男女区分別募集制の廃止（1989年）67 

国家公務員の採用試験は、従来男女別に募集定員が決められ女性の募集定員は全体の 10～20％
に制限されていたが、不合理な差別であるとされ、男女別の募集が廃止された。 

 
○女性公務員採用目標制を導入（1996年 ※2003年に両性平等採用目標制に転換） 

1995 年に制定された基本法により定められた暫定的優遇措置で、国と地方自治体の公務員を 5
人以上採用する試験において、女性の割合を 30％とすることを規定している。 

1996 年から 2000 年まで 5 級と 7 級の採用試験 68に時限的な女性採用目標（1996 年の 10％
から 2000 年の 20％まで段階的に拡大）を定め、目標割合に達しない場合には、一定の範囲で合

格ラインを引き下げ、成績順に目標割合に達するまで女性を追加合格させる制度だった。 
ただ、「女性公務員採用目標制」の女性への優遇措置は逆差別であるとの声が高まったため、

男女両性を対象とし、いずれか一方の性の合格者の割合が 30％未満のときに一定の成績内で該当

する性別の受験者を目標割合に達するまで追加合格させる制度（2003 年 両性平等採用目標制

に転換）になった。なお、本制度において 9 級試験等にも適用対象が拡大された。 
 

○軍加算点制の廃止（1999年）69 
軍加算点制とは、兵役に服した後に除隊し、7 級及び 9 級試験を受験した者に対して試験成績

に加点する制度だった。韓国には徴兵制があり、兵役に服するのは男性が大多数であることから、

「軍加算点制」は女性に対する事実上の差別であるとして、憲法裁判所の違憲判決を受けた。廃

止により、採用試験における実質的な男性優遇措置が撤廃となった。 
 

○女性管理者任用拡大5 か年計画策定（2002年） 
「5 級以上女性管理者任用拡大 5 か年計画」として、5 年間（2002 年～2006 年）で課長補佐

級（5 級）以上の女性の割合を 10％以上とする計画を定め、各省庁においては、成績主義の原則

の下でこの目標を意識した取組を行うこととなった。 
1996 年の「女性公務員採用目標制」の導入による女性の増加は、下位の実務職の階級に集中

していたことから、政策決定過程に女性の意見をより反映させることができるようにするためで

あった。この計画の結果、2001 年には 4.8％であった 5 級以上の女性の管理職員・幹部職員は、

67人事院（2013）p.65 参照。 
68 国家公務員の採用は主に 5 級（課長補佐級）、7 級（係員級）、9 級（係員級）の 3 種類の採用試験による。いずれも、

一括して試験を実施し、合格者は採用候補者研修を受講の上、試験の成績及び研修成績並びに本人の希望及び各省の人

材選択基準を考慮した上で安全行政部（韓国の中央人事行政機関）が各省庁に配置する。このほか、各省庁において経

歴職競争採用試験という経験者採用試験も実施している。 
係員級から課長級までの昇進は、成績主義で行われ、昇進審査委員会の審査又は昇進試験を経る必要がある。部長級・

局長級については高位公務員団として一括管理され、公募制により配置される（人事院(2013)p.66 参照）。 
69 人事院（2013）p.65 参照。 
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2006 年には 9.4％に増加した。 
 

○4級以上女性管理者任用拡大5か年計画」の開始（2007年）70 
2007 年スタートの第 1 次計画では、女性公務員任命制を導入し、2006 年末時点で 5.4％の 4

級（課長クラス）以上の女性公務員を 2011 年までに 10％にする目標を設定した。 
その結果、2006 年には 5.4％であった 4 級以上の女性の割合は 2011 年には 8.4％に増加した。

更なる女性の管理職員・幹部職員の増加に向けて、4 級以上の管理職員・幹部職員に占める女性

の割合の数値目標を各省の政府業務評価の指標に盛り込み、閣僚会議等へのその達成状況を報告

するとともに、安全行政部による各省庁の取組の定期的な評価・勧告・督励などにより実効性の

確保を図っている。 
2012 年に開始した第 2 次「4 級以上女性管理者任用拡大 5 か年計画」では、女性の管理職員

や幹部職員の割合向上のために、2017 年までに課長級以上に占める女性の割合を 15％と目標

設定をしている。なお、この目標は、各省庁が 5 級の在職状況などから目標の原案を作成し、

安全行政部と各省庁が可能な限り高い目標を掲げるよう調整した上で設定された。 

 

 
（出典）Women in Statistics2013, Women Working for the Government, P64 より損保ジャパン日本興亜リスクマネジ

メント㈱作成。 
図表4-3 国家公務員の女性比率の推移 

70 内閣府（2008）参照。 
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② 地方（州、市町村公務員） 

韓国では多くの場合、国家公務員に適用される規則等は、地方公務員にも適用となる。例えば、

先述した 2007 年の「4 級以上女性管理者任用拡大 5 か年計画」において、地方公務員に対しては、

自治体のレベルに応じた目標を設定し、行政自治部が「自治団体女性公務員点検計画」でモニタリ

ングを実施することとなった。 
なお、行政自治部は、地方自治体へのモニタリングのほか、「女性登用職員表彰制度」を実施し

ている。これは、女性政策が進んでいる自治体に助成金を出す制度で、2 年に 1 度、40 団体に計

10 億ウォンの助成金を給付している。女子公務員の福利厚生に貢献した自治体職員を大統領・国務

総理・行政自治部長などの名前で、毎年 60 名ほど表彰している。 
 

 

 
（出典）Women in Statistics2013, Female Sivil Servant in Administrative Position, P65 より損保ジャパン日本興亜リス

クマネジメント㈱作成。 

図表 4-4 女性の国家公務員および地方公務員数および女性管理職比率の推移 
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